「

」の 先 を つ くる

「スパッ」と気持ちよく、
ひらく缶詰。

日本製のオムツの確かな品質。それは、

と感じたことはありませんか ?

あるい

個々の加工を寸分の狂いもなく精緻に仕

は、輸入品の缶詰を開栓する際になかな

上げてこそ初めて約束されるのです。ほ

か開かずに苦労した経験をお持ちの方も

かにも、密閉性と開けやすさを兼ね備え

いるでしょう。飲料缶を「プシュッ」と

たペットボトルのキャップ、繊細なパー

爽やかに、缶詰を「スパッ」と気持ちよ

ツで世界を魅了するプラモデル、洋服や

く開缶できる。そんな、Made in Japan

バッグの開閉に不可欠なファスナー、安

のクオリティを下支えするのも、日進工

定したインク供給で滑らかなボールペン

五感に訴える

具の大切な役割のひとつです。アルミ缶

の書き味を生むペン先など…。エンドミ

のプルトップには、輸送や保管時に多少

ルが身近な日本製品の中で活躍するシー

Made in Japan の「擬音」を、

の圧力では中身が漏れない耐久性と同時

ンは、実に多種多様。そのさらなる可能

エンドミルはつくっている。

に、必要とあれば軽い力ですぐ開けら

性を求めて、日進工具はこれからも一本

れるという、いわば相反する性能が求め

一本の切れ味を研ぎ澄ませていきます。

「ピタッ」と心地よく、
12

お尻をつつむオムツ。

られます。この条件を満たすには、プル
トップの切れ口の厚さなどを均等かつ精
密にコントロールする加工技術が欠かせ
ません。そうした高度な技術要求をクリ
アするために、日進工具のエンドミルが
採用されています。また、ダイカットロ
ールと呼ばれるロール状の金型を使用し
て、紙オムツを裁断する装置にも同様の
加工技術が応用されています。いつ使っ
ても「ピタッ」とフィットしてくれる、

MRBH230
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海外を訪れた時、飲料の缶が開けにくい

「

」の 先 を つ くる

親から子へ、子から孫へ、
受け継がれていく一本。

特殊技術者の育成が行われているスイス。

だメカニズム、宝飾品としての価値。精

彼の地を代表するブランドが世界中を探

緻が織り成す機械式腕時計の時の営みは、

し、ムーブメント製作の工具として選ん

今も世界中の人々を魅了し続けています。

だのが、日進工具のエンドミル。16 世

スイス機械式時計に

機械式時計は巻き上げられたゼンマイが

紀半ばをルーツとする、スイスの時計づ

ほどける時の力を歯車に伝え、秒を表わ

くりの伝統とプライドを支えるために…。

永遠の生命を吹き込みたい。

す針、分を表わす針、そして時間を表わ

親から子へ、子から孫へ、受け継がれ、

す針を動かしています。小さなケースの

世代を超えて時を刻む、珠玉の一本をこ

中に、ミクロン単位の小さなパーツが複

の世に送り出すために…。私たちはこれ

雑に組み合わさる内部は、まさに小宇宙。

からも、より強く、より切れ味鋭いエン

私たちの情熱も職人から、

たとえば、日付補正の必要がない永久カ

ドミルづくりのために情熱を注いでいき

職人へと受け継がれている。

レンダー機構付きの時計であれば、うる

ます。

う年のために、4 年に一度だけ動く歯車

エンドミルの精緻を極めて、
14

が組み込まれているほど。このほかにも、
鐘の音色や回数で現在時刻を知らせるミ
ニッツリピーターや月の満ち欠けを表示
するムーンフェイズなど、複雑なもので
は部品の点数が 600 を超えることもあり
ます。しかし、わずかな段差で多くの歯
車同士が噛み合う機械式時計では、極小
の誤差も許されません。部品一つひとつ
の精度を極限にまで高める必要があるの
です。今も国が運営する機関で、時計の

MMTS
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精密な時計学に天空の法則まで組み込ん

「

」の 先 を つ くる

蒼き空の彼方へ。
紺碧の海の奥深くへ。
16

ルミ材の削り出しに私たちのエンドミル

お応えして、特別なエンドミルをカスタ

が採用されているのです。そして、空の

ムメイドしています。ですが、お納めし

上だけでなく、エンドミルは宇宙以上に

た工具が「何に・どのように」使われて

謎に満ちた深海の探索にも役立っていま

いるかを全て把握しているわけではあり

す。深海生物資源の研究や地殻プレート

ません。用途が「機密」とされるケース

変動のモニタリングなどを行う深海探査

もあり、
『これほどの工作精度が求めら

艇。水深 10 メートルごとに水圧が 1 気

エンドミルは、

れる最終製品は何だろう』と不思議に思

圧ずつ増える海中で高圧力に耐える、
「水

うことも。そして後日、送り出したエン

密性」の向上に私たちの工具が貢献して

人類の見果てぬ

ドミルが、私たちの想像のスケールを超

います。太古から空を見上げ、海を眺め、

えた分野で役立ったことを知り、誇らし

ロマンチックな空想を紡いできた人類。

ロマンも担っている。

い気持ちになることがあります。たとえ

科学技術の進歩に貢献することは、日進

ば、国際的な技術開発競争が激しい宇宙

工具にとっても壮大なロマンなのです。

宇宙と深海の神秘を解き明かそう。

分野もそのひとつ。全地球測位システム
（GPS）による航空や船舶、自動車等の
ナビゲーション、気象衛星を用いた天気
予報など、生活に不可欠なものになって
いる人工衛星。海洋と地表の変化、緑地
面積の減少や砂漠化の進行、オゾン層の
モニタリングなど、衛星による観測は地
球環境の保全にも大きな役割を果たしま
す。しかし、宇宙空間で衛星が正確に働
き続けるためには、究極の精度が求めら
れます。そこで、衛星の構造材となるア

ALZ345
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日進工具は、お客様の厳しい要求基準に

「

」の 先 を つ くる

自動車による CO 2 排出量、

2050 年までに 90％削減。

行中です。日進工具はエンドミルのさら

生み出す、燃料電池。発電時に生成され

なる小径化と長寿命化を実現し、セパレ

るのは水だけで、二酸化炭素などを排出

ータの革新を通じて燃料電池普及を後押

しません。エネルギー効率にも優れ、理

ししていきます。そのほかにも、クリー

論的に水素が持つエネルギーの 8 割以上

ンディーゼル車の触媒の金型や、直噴エ

を電気に変換できることから、モータリ

ンジンの燃料噴射システムのノズルなど、

ゼーションの分野で化石燃料に代わるク

私たちの工具は様々なかたちで自動車の

リーンエネルギーとして期待されていま

環境性能の進化を陰で支えています。日

燃料電池の小型化、

す。燃料電池の中には、セルという板状

進工具はこれからも、
「工具の力」でゼ

のものがたくさん積み重なっています。

ロエミッション社会の実現に貢献してい

高効率化に

ひ と つ の セ ル が つ く る 電 気 は 電 圧 1V

きます。
＊〈自動車による CO 2 排出量、2050 年までに 90 ％削減〉2015 年

エンドミルは挑んでいく。

以下。数百ものセルを直列で接続し、電
圧を高めているのです。電気をつくる上

人類の目標に、
18

ブレーキをかけさせない。

で重要な役割を果たすパーツが、セルと

にトヨタ自動車が発表した「トヨタ環境チャレンジ 2050」
から。

2050 年の新車走行時の二酸化炭素（CO 2）排出量を 2010 年時
点に比べ 90% 削減するなどの目標を掲げたもの。

セルの間にある「セパレータ」
。両面に
水素や酸素の流路となる溝が刻まれてい
ますが、多くの電気を取り出すためには
流路の本数を多くし、一本の流路の長さ
を最大限に伸ばす必要があります。す
なわち、セパレータの金型製作において
は、ミクロン単位の極細溝をいかに多く、
長く刻めるかが鍵。求められるのは「摩
耗しないエンドミル」です。日進工具は

20 数年前からエンドミルの素材原料や
その配分の比率を見直すなど試行錯誤を
繰り返し、強度の向上に努めてきました。
しかし、燃料電池の小型化や重量低減の
ために、セパレータの薄肉化は現在も進

SSB200
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水素と空気中の酸素を反応させて電気を

「

」の 先 を つ くる

MRI の画像を鮮明にして、
疾病を早期発見する。
20

く貢献しました。そんな私たちの技術は、

の状態を見る画像診断装置「MRI」。放

MRI 以外にも医療の様々な進歩の一助

射線による被曝がないため安心して検査

に。たとえば、目に見えない微細な針を

を受けることができ、CT 検査では検出

敷き詰めたシール状のパッチを、肌に直

しにくい脳や脊髄の画像も得られること

接貼り付けて薬剤を注入する「マイクロ

から、多くの疾病の早期発見に役立つと

ニードル」。痛みを感じる皮膚の痛点に

期待されています。一方、撮像の際にピ

触れずに体内に挿入するこの注射針の製

ントが合わずに画像がぼやけて写し出さ

造にも、微細加工の技術力が必要不可欠

れた場合には、患部の判別が難しく、医

です。もっと正確に、もっと緻密に。昨

エンドミルの先端は、

師の読影力に左右されるという課題もあ

日までなかった新しい診断・治療技術を

りました。小さな病巣も鮮明に検出し、

求めて医療が進化する限り、私たちもま

医療の最先端を担っている。

より確度の高い画像診断を実現する。そ

た日進月歩で前進を続けます。

チクッと痛い注射も、
シールを貼れば済むように。

んな医療機器のニーズに一役買ったの
が、日進工具。一般的に MRI は円筒状
の磁石でできた装置に人間が入り、外部
から磁場を照射して体内の様子を画像化
します。その画質向上には、MRI 内部
で生成される磁場を均一化させる必要が
あります。日進工具は MRI の製造現場
に足を運び、観察から得られた知見をも
とに、装置内に搭載される電子部品の高
精度な切削加工を可能にするエンドミル
を開発・納品。MRI の高画質化に大き

SMEZ120

21
N S TOO L
I NNOVATI ON STORY

X 線ではなく、磁場と電波を用いて体内

「

」の 先 を つ くる

がんで亡くなる日本人、
年間 37 万人。
22

の先端には、体内を撮影するレンズやラ

める「がん」
。年間約 37 万人 が命を落

イト、細胞を採取する鉗子など、数々の

とし、生涯でかかる可能性は 2 人にひと

部品が存在します。これらの機能を損な

りと言われる、まさに国民病です。片や、

わずにチューブ自体を細くし、体に入れ

診断から 5 年後の生存割合を示す 5 年生

やすくするための改良にもエンドミルは

存率は、年々増加傾向に。その背景には、

寄与しています。医療技術のたゆまぬ進

病魔から人類を救うべく進化を続ける先

化によって、早期発見すれば治せる病気

進医療があります。1993 年、日本は世

になりつつある、がん。その時代の流れ

界初「重粒子線がん治療」の実用に成功

をさらに推し進める、一翼であること。

もっと頑張れ、がん治療。

しました。重粒子線治療とは、炭素イオ

そんな、がん治療の明るい未来を担う情

ンを加速器で光の約 80 ％まで加速し、

熱と誇りが、日進工具のエンドミルには

エンドミルはその想いを、かたちにする。

がんの病巣に照射する治療法。この治療

込められているのです。

の際、重粒子線が正常な細胞を傷つける

※参照：厚生労働省平成 26 年人口動態調査

生涯でがんにかかる確率、
国民の 2 人にひとり。

※

ことなく、病巣だけに当たるようにする
ために「ボーラス」という器具を作成し、
患部に装着します。腫瘍の位置や形状は、
患者によって様々。一人ひとりに合わせ
たオーダーメイドのボーラスをつくるた
めに、複雑で精密な加工を可能にする日
進工具のエンドミルが選ばれています。
最先端のがん治療を支える私たちの技術
は、それだけではありません。たとえば、
胃の検査でお馴染みの内視鏡。チューブ

RSE230
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長年にわたり、日本人の死因トップを占

「

」の 先 を つ くる

コンマ 1 秒のタイム短縮。
自己ベストの更新。
好敵手からの勝利。
24

生み出すために、私たちのエンドミルが

の最高峰、ツール・ド・フランス。毎年

選ばれているのです。日進工具は、自転

7 月に 3 週間かけてフランス全土を駆け

車競技にとどまらず、多くのプロスポー

巡るレースです。全 21 ステージで行わ

ツの分野でアスリートの闘いを陰で支え

れ、総走行距離は 3,500 ㎞以上。高低差

ています。アルミやチタン素材が多く用

2,000m 以上に及ぶ起伏に富んだコース

いられる、レーシングカーのパーツ。プ

を走り抜きます。過酷を極めるレースに

ロゴルファーの個性やクセに合わせてつ

おいて、ロードバイクには最高の性能と

くられる、クラブヘッド。そして、俊敏

信頼性が要求されます。とりわけ、漕ぐ

さとダッシュ力をプレイヤーにもたらす

力をスピードに変換するギアには、軽や

サッカーのスパイク。自らの限界に挑み、

かな操作感や正確無比な変速、雨や泥に

勝利を掴み取ろうというアスリート。そ

エンドミルの自己研鑽に

対する堅牢性が欠かせません。歴戦の選

の熱き想いに応えるために、日進工具は

ゴールは、 無い。

手やメカニックから揺るぎない信頼を得

エンドミルの研鑽に挑み続けます。

ている、Made in Japan の変速機。その

アスリートが
自らのゴールをめざして、
極限に挑み続ける限り。

技術革新を支えてきたのが、日進工具の
エンドミルです。1970 年代では 5 段変速
だったギアも進化を重ね、現在では 11
段変速に。一枚一枚のスプロケットの厚
みを極限まで薄くしながら、軽さと強度
という背反する要件を満たさなければな
りません。そこで求められるのが、金型
の究極の工作精度。摩耗に強く、歯飛
びを起こさないスプロケットのエッジを

MSB230
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1903 年から開催されている自転車競技

「

」の 先 を つ くる

空気の粒子を、

26

心動かされた場面や風景を、カシャリと

ままの撮影を叶える操作性は、一枚一枚

どこまで鮮明に刻めるか。

撮ってシェア。画像投稿型 SNS の隆盛

のレンズが設計通りに精緻に組み込まれ

に見られるように、近年はスマートフォ

た鏡筒があってこそ。カメラ好きからプ

ンがあれば誰でもデジタルカメラ顔負け

ロユースまで、一眼レフカメラの様々な

の美しい写真を撮影できます。スマート

品質要求に応えてきた加工技術を駆使し

フォンの小型化・薄型化にともない、カ

て、スマートフォン用カメラの進化に貢

メラ機能もひと昔前とは比較にならない

献しているのです。もっと鮮明に、直感

カメラの小型化と高精細化。

ほど高性能に進化しました。たとえば従

的に、その時々の空気や時間をかたちに

来、スマートフォン用カメラのレンズは

残せるように、カメラの小型化・高精細

エンドミルにできることは、

2 枚構成が主流でしたが、現在では 5 枚

化は今後さらに進むでしょう。日進工具

ものレンズを搭載したモデルも登場。マ

もまた、
「撮る」という行為の未来にピ

まだまだある。

イクロレンズユニットと呼ばれる部品内

ントを合わせて、たゆまぬ技術革新に挑

に複数のレンズを重ね合わせることで、

んでいます。

残せるか。

光のずれや変色のない、より鮮明な画像
を得られるように。ただ、厚さ 1㎝に満
たないスマートフォンに幾重ものレンズ
を正確に組み込むには、レンズユニット
本体に寸分の誤差もないシビアな精度が
求められます。そこで採用されているの
が、日進工具の加工技術。私たちのエン
ドミルは、古くから一眼レフカメラのレ
ンズを収める鏡筒の金型製作にも用いら
れてきました。絞りやズームなど思いの

PCDRB
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時間の手ざわりを、

「

」の 先 を つ くる

どこまで繊細に緻密に、

28

道行く車の表情や後ろ姿が魅力的になっ

など、デザイナーのアイデアと最終製品

カタチにできるか。

たと思いませんか ?

各国の自動車メー

の間には乖離が生じていました。日進工

カーが現在、力を注ぐのがヘッドライ

具は、独自の技術力で工具の耐久性を飛

トやテールライトのデザインの差別化。

躍的に向上させ、複雑な形状や曲面、三

その推進役となったのが、ハロゲン電球

次元の金型成型を可能に。導光体の形状

や HID を上回る高輝度で発光する LED

設計に自在性をもたらし、ライトまわり

の普及です。LED は、必要な光束を得

の大胆なデザインを現実のものにしまし

神は細部に宿るという。

るための光源面積が小さく、ライトの小

た。自動車分野に限らず、香水のビンや

型化や斬新な意匠設計を可能にしまし

口紅のケースなど、デザイナーがディテ

エンドミルもまた、

た。LED を用いたライトは、光源を導

ィールにこだわり、かたちにするもの…。

光体とよばれるガイドに反射・拡散させ、

その金型製作にも日進工具のエンドミル

まんべんなく光らせる必要があります。

が採用されています。私たちが生み出す

しかし、この導光体の金型製作には大き

工具は、
「デザイナーの彫刻刀」でもあ

な障壁がありました。たとえば、
「コの

るのです。

アートに高められるか。

神に試されている。

字型」のライトをデザイナーが発想した
としましょう。LED 光源をムラなく光ら
せるためには、導光体全体に V 字型の微
細溝パターンを刻む必要があります。と
ころが、当初は極小径のエンドミルの耐
久性が低く、金型製作の途中で折れてし
まうため、金型を数個に分け、繋ぎ合わ
せて「コの字」を表現するしかなかった
のです。その結果、各所に継ぎ目が入る
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クリエイターの独創を

N S TOO L
OU R C OM M I T M E N T

「 つくる」の 先 に
まだ見ぬ未来が待っている。

もしも、誰もが宇宙に旅立てる日を現実にできたら。
もしも、見た夢を録画して、映像に残しておくことができたら。
もしも、今以上に痛みや病気のない社会を叶えられたら。
― そんな、果てしない未来を願う誰かの発想やひらめきが、

エンドミルで加工された金型や部品から
新しいイノベーションが生まれるたび、
この小さくか細い刃先は、なんと壮大な
夢やロマンを担っていたのだろう、と思わずにはいられません。

私たちのエンドミルには、夢を正夢にする力がある。

たとえば子どもたちが、
一本のクレヨンと想像力で自由に未来を描くように。
一本のエンドミルと創造力で、どこまでも色鮮やかな明日を切り拓こう。
その変わらぬ思いを胸に、日進工具はこれからも歩みを進めます。
日本が誇るつくり手たちとともに、モノづくりの未来へ。
今はまだ誰も想像さえしていない、「つくる」の先へ。

N S TOO L
OUR COMMITMENT

やがて時代そのものを変える発明になっていく。
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